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「津山東部コースJ
2017年2月12日13時-17時集合 13時津山市役所東駐車場

津山観光ボランティアガイドの会

【本自の研修コース】
①衆楽園~②中山神社~③美作国府跡~④城東町並み~⑤美作国分寺跡
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《その他》・封内8社(神社巡り) ・M&Y記念館

【説明のポイント】
1.衆楽園
森家2代藩主森長継が明暦年間(1655-1657年)に京都から小堀遠州流の作庭師を招いて

京都仙洞御所を模して造らせたといわれている。
中国山地を借景にして、四つの島をEした近世池泉回遊式の大名庭園。2∞2年(平成14年)に
岡山県では大名産冨として後楽園に続いて2例自の国の名勝に指定された。
連泉式とは、池を海に見立てて、灯篭や石組みを少なくし、できるだけ自然をさりげなく見せる。

島の配置や形、松の枝ぷりという知何にも京風の洗練された優美さを感じさせる庭園である。
($~のS兼J
1870年(明治3年)一般公開されたときlゴ衆楽園jと呼ばれた。その後北条県により、信楽園と

改称し、さらに津山公園、最終的には津山町に移管された後、 1925年(大正14年)/ゴ衆楽園J
となり、現在に至る。松平家の「御家務日誌JIこは信楽園という名で記されており、また『衆庶信
楽園Jと記された文書も残る。
イ三草原の'JlII!/~)
現在復元された余芳問、迎賓館その他の建物も当時造られた。江戸末期までに、北に渓流、

遣があり、西には能楽堂、隠居所、矢場、馬場があったが、 1872年(明治5年)には建物はすべ
て壊された。造園当初の面積は77.5∞而であったが、現在は29.2∞而である。
「何Yごa.房'ditk:IJリ
森藩時代は『北御屋敷J継光院(森長継側室)の隠居屋敷。松平藩時代は当初『御対面所』、

その後すぐに藩の正式な儀礼の場所として使用され、藩主が出府する際の『御首途御祝儀』など。
能、武芸諸流(弓街、剣街、槍街、居合、砲術)の研績の場。17∞年後半には藩主の贋狩り、見
世物芸(曲馬、操芝居、子供狂言、孔雀見物、大神楽など)、万剣製作や花火なども行われた。
1831年7代藩主斉孝の隠居場所(西御殿)、 8代藩主斉民は明治3年まで住んでいた。



a.著:&111)(1610.牢-16904=} No.2 
森藩家臣関成次と森忠政娘於郷の子。森忠政の外孫を養子にして2代藩主とした。

城下町の整備、用水の開剤、寺社の改築寄進、法令の整備、領内の人口調査、美作国絵地図
作成。津山藩の支配体制を確立させた。89才まで生き、森家存続に貢献。
弟関長政に宮川藩1万8干石を分与。 1674年隠居後2万石に隠居料をいただくo

(jJ~i1t~) 
津山城請取役人陸奥一関藩主田村右京太夫が黒印状と下知状を読み上げた。
「なお罰せられて領土を召し上げられたのではなく、内記(長継)や帯万(森長直)については

特別の記慮がなされているので、今後混乱なきょう後始末を進められたいJ
改易後長継に備中西江原藩2万石をいただくことで森家存続が許された。

森長継~長直:備中西江原藩2万石-1706年赤穂藩2万石
森長俊:播龍三日月藩1万5子石(支藩津山新田藩を継ぐ)
関長治:新見1万8干石(津山宮川藩1万8干石を継ぐ)

ピゲllJl道府')/f'fJl4t -(1579字-1647辛ノ
小堀正次の長男として近江の国に生まれる。関ケ原の戦いの功により、備中松山藩代官(2代

目)、近江小室藩(長浜)から近江奉行。さらに伏見奉行に任ぜられる。
茶人、建築家、作庭家。天下着請で各地に工事応援、駿府城、二条城、仙洞御所などの造営

を担当した。備中松山藩時代は、ゆずを使った独自の“抽餅子"を考案。現在の高梁銘菓として
知られ、代表的な土産物になっているo

(M8et/Ja，子J山口誓子(1901年-1994年)
「綜桜 木にも地にも枝を垂れ』

t/Ja，子喧71iJ1

1919年(昭和54年)山白書子が西東三鬼の花冷え句碑建立祝いに津山に来られた時に衆楽
園で詠む。
山口誓子は本名山口新比古(ちかひこ)、京都三校から東京大学へ、ホトトギスに投稿。

水原秋棲子と共に新興俳句運動の先駆者。 1948年(昭和23年)西東三鬼と『天狼j創刊し、腐れ
かかった伝統的俳句の立て直しを図る。現在神戸大学に山口誓子記念館がある。

〈衆楽園と栗林公園、日本三名園比較表〉

参考

ミシュラン三ツ量

(2011年)

(借楽園は『好文亭j入場有料。)



2.中山神社 NO.3 
古来より牛馬の神として名高い。建築捺式は「中山造り」といわれ、美作地方における神社建

築の主流。奥富には「今昔物語JIこ記載されている「猿神社jがある。
美作一宮で、国幣神社(チュウゼン神社、チュウザン神社といわれる)。 平安時代のf延喜式j

(神名帳)の名神大社。祭神は、鏡作命、金山彦命、天鏡命、天糠戸(あまのぬかど)命、石凝姥
(いしごりどめ)命の鏡作系統、吉備武彦命の吉備津彦命系統、大己貴命(おおなむちのみこと)
の大国主命系統の3系統の説がある。また平安末期の「今昔物語jでは、“中山ハ猿"と記されて
おり、本来宮川上流に祭記された山の神で、あった。
社伝によれば、中山神は初め芙多郡楢原に出現し、次いで苫田郡水無瀬川の泉水に現れ、

牛馬・村童を愛で、やがて田辺郷霧山に天降り鎮座した。その後、鵜の羽を川に流してト定して、
現在の地に鎮座したとある。
祭日は古来より4月3日で「作陽誌jによれば根本式と称され、中世には若鶴太夫により「神扇

能Jが演じられた。
4月の中午の日に神田植祭が行われ、門前に市が立ち、牛罵の売買が行われた。(ー富市)
(rt/.U挿在本M!)
1914年(大正3年)国指定重要文化財指定。旧国幣中社。 707年(慶雲4年)の創建とされ、鎌倉

時代に、時宗の一遍上人が参拝したことが「一遍聖絵jにみられる。戦国時代に焼失し、 1559年
(永禄2年)、出雲国富田城主尼子晴久が、伯奮の国大工棟梁尾藤藤左衛門に命じ再建した。
美作国一帯の神社建築の模範とされる「中山造りjの手本。中山造りの特徴は、本殿の構造が

「入母屋造り平入jであることで、切妻造りの釣殿を中にはさみ、入母屋平入の拝殿とを工字形に
連結、周囲に透垣をめぐらす。

("'1守容とフ
「神門jは津山城二の丸四脚門を移設したもので、大鳥居の前には推定樹齢8∞年といわれる
県下ーの大ケヤキがある。

rtUl滞在弓t. 指月r.Ultll!!I.月rlNJ

(rt/.U押'l.tih'aM.fi.~害J
毎年4月29日には、農耕の神をまつり、五穀豊穣を祈る。 20余人の鍬人が、雄雌2頭の獅子舞

や笛や太鼓に合わせて鍬を振り、また苗を植えるさまを演じる。

(.滞在J
子育ての神として有名。詞の前にはたくさんの赤い猿の縫い子がぶらさがっている。蓑が子の

無事な成長を祈る人は、この猿を一つもらって帰りお守りとする。 12ヵ月分ともらったーっとを合わ
せて13個の猿をお供えする。
(MItT在1Oj%)
「今は昔、美作圏中山・高野と申す神まします。その神の体は、中山は猿、高野はクチナワ(蛇)

にてましますjこう語りだす猿神社の言い伝えは、古い歴史を思わせ、興味深い。

M.滞在 ;tケヤキ



《封内八社》
森忠政は、美作の統一、領国経営を進める
にあたり、人心の収曹、領内の安定のために
に社寺の保護と統制を強めた。その一環とし
て、社寺に対して社寺領を寄進した。
森時代社領のうち、特に崇拝する神社は、
「封内八社Jといわれ、 2代長継の時代も寄進。
松平時代も禄を寄進、明治期になって国家

神道として、国の管理、終戦後はー宗教法人
となった。
中山神社、高野神社、総社宮は干数百年前

に鎮座された歴史があり、美作国の上位に神
社として崇拝され、美作の総鎮守の徳守神社
を4番目に収め、藩主として古からの伝統を大
切にする精神は感動させる。

3.美作国府跡

封内八社の社制(議時代)
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文献によると美作国の国府は苫田郡に設けられていた。「幸畑J(こうばたけ)の地名などから、
現在の津山市総社にあったと推定されていた。
1970年(昭和45年)に同所の国府台寺で、国府関連とみられる遺跡が発見されてから、発掘調

査が実施され、奈良時代から鎌倉時代の建物、築地、多くの土器、瓦、硬が見つかり、ここが国府
跡であることが確実になった。現在国府台寺には国府跡の石碑がある。
713年(和銅6年)4月3目、備前守百済王南典と備前介上毛野堅身の提案により、備前の固から

英多郡、勝田郡、苫田郡、久米郡、真嶋郡、大庭郡の六郡を分けて設けられ、初代美作守に上毛
野堅身が就任。美作の分立は、かつての吉備国分解の最終段階であり。鉄資源を吉備氏から
直接、大和政権の管轄下に置くことにより吉備氏弱体化の意図があったとされる。

実刑~l!JII1.石原 l!J1I1#手'NIIJIk

(M&Y記念館)(棟方志功・柳井道弘記念館)
棟方志功(1903年-1975年)は、戦後の混沌とした時代の昭和23年-29年まで、津山、上斎原、

奥津、奈義町をたびたび訪れていたことは、あまり知られていない。
上斎原出身の柳井道弘を介しての出会いで多くの人々の交流が広がったことにより、、美作地方
に数々の短歌、俳句、謹の紀行文、そして版画、倭画、書が残されている。棟方の明るく天衣無
縫で純真な気持ちは、当時の美作人の心をとらえたはずである。 M&Y記念館では忘れられた
棟方と美作地方の人々との物語をわかりやすく展示、紹介している。

{I][j]届圏直
#(~留す犬嘉子二塁f. i5:f，歩#1'/.6示1M



4 城東町並み 別紙参照

5.美作国分寺跡
(8/fJ手霊立の忽}

NO.5 

741年(天平13年)、聖武天皇により、国分寺建立の詔が出された。この頃、都では政治が乱れ
全国的に飢鍾や疫病が流行するなど圏内が不安定な状態が続いていたため、仏教の力で社会
を鎮め、国の安定を図るため、国ごとに七重塔を一基造り、経典を書写させること、国分寺・国分
尼寺建てることを命じた。
国分寺は、金光明四天王護国之寺、国分尼寺は法華滅罪之寺といい、全国の総国分寺は奈良

の東大寺、総国分尼寺は奈良の法華寺とされた。詔には、七重塔を持つ寺は「国の華」であると
記されており、当時の日本の総力を挙げた一大プロジェクトであった。
G尊信JjJfJ手'IIJ)
美作国分寺は、現在の津山市国分寺のあたりにあった。この建物は1220年(承久2年)に、兵

火にかかり焼失したといわれるが、当時は美作一帯の信仰を集め、繁栄したと伝えられる。
現在の本堂は1823年(文政6年)津山藩松平斉孝が建立したもので、明治6年に宝蔵が焼lナ、
寺宝のすべてを失う災難にあっている。西方には国分尼寺の遺構もみられる。また境内には、開
墾で掘り出されたという大きな礎石6個があるが、どこに配置されたかは不明である。

従軍9手のfkI.a6)
美作国分寺の範囲は、発掘調査により約2町(220m)四方。寺の伽藍(建物)は、南から南門、

中門、金堂、講堂の建物がおかれ、さらに講堂の北側でも柱穴が見つかっていることから何らか
の建物があったことが推測される。

fkI*a8W 
fjJfJ手'...予18/l!J

(.!e"嘉伊afJ手'I!J，の1."')
美作国分寺跡は平成16年国の史跡指定を、平成21年に追加指定を受ける。津山市では貴重

な史跡である美作国分寺跡を保存し、後世に伝えるために、歴史を現地で体験できる史跡公園
になるよう整備する予定である。

以上



津山市教育委員会遺跡見学のしおり

みまさかこくぶんじあと み i~かこ〈ぷにじあと

美作国分寺跡ど美作国づか尼寺跡

河辺地区の遺跡(南上空から)

美作国分尼寺跡は国分寺跡の約450m西に位置し

ます。昭和57年と58年に発掘調査を行い、建物 2

棟を発見しましたが、国分寺のような明確な伽藍

は確認できませんでした。ここでも瓦など多くの

遺物が出土しています。

.交通案内

・美作国分寺跡

]R 津山駅から2.5km (柵原町営パス国

分寺下車あるいは、中鉄パス「行方J. 
「梶並J行き新兼田橋下車950m)

・目上天王山古墳・目上畝山古墳群

美作国分寺跡から900m(柵原町営パス

日上下車)

美作国分寺跡:岡山県津山市国分寺

美作国分尼寺跡:同日上

-所在地

の曹がわら

国分寺と国分尼寺に使われた軒瓦
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美作国分寺跡推定復元図(南から)

築地

美作国分寺跡全景(上空から)

今から1250年ほど前の奈良時代に、
Lょうb

当時の聖武天皇は仏教の力による国の

繁栄を願って全国に国分寺と国分尼寺

を建てることを決めました。国分寺の正
こんこうみ ようしてんのう ご こ 〈町てら

式な名前は 「金光明四天王護国之寺」
ほ っけめ つ ぎい の て ら

で、国分尼寺は「法華滅罪之寺Jといい

ます。

美作国分寺跡は、現在の国分寺の一

帯で多くの瓦が見つかっていることや、

寺院に関係した地名が残っていること

などから、この近くだろうと考えられ

ていました。

そこで当時の国分寺の様子を調べる

ために昭和51年から54年にかけて発掘

調査を行いました。その結果、 2町
じいき なん也人

(約208m)四方の寺域の中央に南門・
ちゅう bん ζん rう こうY今

中門 ・金堂 ・講堂が南北一直線に並び、

回廊が中門と金堂を結び、その外側東

南に塔が位置するという、いわゆる国
てんけいてき がらん

分寺式といわれる最も典型的な伽藍

配置をもつことが明らかとなりました。

国分寺町、からは、瓦 ・土器 ・鏡など

さまざまな遺物が出土しました。特に

出土した瓦についての研究からは、奈

良の都で瓦造りに従事していた技術者

が美作国に招かれて製作したもののあ

ることがわかっています。この瓦と同

じ型で造られた瓦は、近くの美作国分
こ〈ふあと

尼寺や津山市総社にある美作国府跡で

も出土しています。

美作国分寺跡金堂主通(北から)
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